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２０２０年～２０２２年 

エリア３ 活動目標 エリア３会員状況 

（１）会長間の綿密な連携 

（２）会員の維持に努め、退会を防ぐ 

（３）ファンドつくりの新たな方策 

 

“ZONTA  SAYS  NO”  

11月 25日～12月 10日迄、ZONTA SAYS NO期間 

  11月 25日は、女性に対する暴力撤廃国際デー 

12月 10日は、世界人権デー 

１０月１日現在の会員総数   ２７７名  

増  減   （＋２名 ）  

 新入会員                     

   中島 清治氏（なかじま せいじ） 大阪ⅠＺ.Ｃ 

   舩越 依津子姉（ふなこし いつこ） 京都ⅡＺ．Ｃ    

  

  

  Zonta International Ｄ26   

                      

 

 

2020－2022 Area3 Area Director 西川ひろこ 

                     Ｅ-mail d26area3director@zonta-26.jp 

 

 ご あ い さ つ  

早いもので、もう２０２１年も残すところ３ヶ月となりました。エリア通信第８号をお届けいたします。 

  この２ヶ月に３クラブの皆様と交流の場を持つ事ができ、クラブ訪問は、残すところ１クラブとなりまし

た。このパンデミックの中ですので、尚更クラブの皆様と交流の場を持ちたいと思っていました。 

８月１８日は、福井ゾンタクラブと福井嶺南クラブの合同例会を訪問いたしました。２クラブ合同の 

対面での例会でした。私は、初めてズームでの訪問をさせていただいたのですが、画面越しに会場の

福井商工会議所の様子、皆様のお顔を拝見できました事は、何度かの延期の後でしたので、何より嬉

しい事でした。両クラブには、男性会員も複数おられ、会長、副会長としてクラブの役員を務めておられ

ます。ご挨拶では、エリアの目標、ご活動に対する私の思い、SAYS NO取り組みのお願い等を述べさせ

ていただきました。訪問に際し、後藤俊子会長様には色々調整にご配慮いただき感謝致しております。 

 

  ９月１５日には、金沢クラブのズーム例会に参加しました。鍬田会長の下、明るく、エネルギッシュな雰

囲気で、テキパキと運営されました。地区のヒトデプロジェクトに採用されました歯ブラシ寄贈の取り組

みは「キラキラスマイルプロジェクト」、SAYS NO は、「オレンジリボン運動」というネーミングで取り組ま

れています。素敵なネーミングに感心、前向きなイメージで推進力溢れると感じました。今年の SAYS  

NO の取り組みも期待しています。又、会員がご出産された幸せなお知らせも、今期３度ご報告ありまし

た。谷口書記さんのベイビーがこの例会に参加なさってました。（写真では、頭少しだけで、残念です） 

  

  ゾンタの SAYS NOは、１１月２５日から１２月１０日迄で、国内では、１１月は 

「児童虐待防止推進月間」、１１月１２日から２５日は、「女性に対する暴力をなくす 

運動」 期間です。制約ある中ですが、クラブ独自の取り組み、他の機関との連携 

という形でも、女性と子どもたちへの暴力に NO と訴える取り組みをご検討ください。 

Ａｒｅａ3 エ リ ア 通 信  第８号 

2021年 10月 1日 
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活動報告＆クラブトピックス 

クラブ名 

会長名 

会員数 

活動報告（２０２１．６月～７月末） 

理事会・例会・他 

クラブトピックス・その他 

エリアへの希望など 

大 阪Ⅰ 

上田 恵子 

（１６名） 

＋１ 

8月 ： 休会 

9/2 ： 理事会 

16 ： 例会 リーガロイヤルホテル 

    ＊新入会員 中島清治氏入会式 （大阪Ⅰ初の男性会員です） 

          記念品と黄色いバラを差し上げ歓迎しました 

     ＊地区大会 会場参加申し込み・役員選挙・審議事項・郵便投票について説明、協議 

     ＊委員会報告 

     ＊会員卓話 よもやま話：早川住江会員 

京 都Ⅰ 

宇治田恵子 

（１１名） 

9/15： 特別養護老人ホーム静原寮へ敬老の日ご奉仕 

     和菓子・お茶贈呈 訪問してお抹茶を立て交流

する予定でしたが昨年に続き職員の方が取りに

来てくださいました 

9 月リモート例会： 緊急事態宣言発令中に付きリモート

にて審議事項の話し合いと投票の相談をしました 

10月 21日（木）に予定していましたチャリ 

ティーバザーは来春に延期させて頂き ます 

 

京 都Ⅱ 

隅田 友子 

（４０名） 

＋１ 

 

8/11：納涼例会 ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＭＩＴＵＩ ＫＹＯＴＯ  レストラン ＦＯＲＮＩ  

＊ホテルのお茶席見学 

   ＊京都大学大学院生 雨宮美夏様に奨学金贈呈 

   ＊入会希望の舩越依津子様 例会招待 

26： 理事会 舩越依津子様の入会手続きについて 

9/13： 例会 新会員舩越依津子様の入会式 

    ＊次期地区役員・指名委員候補者の演説動画視聴 

    ＊第１６回地区大会Ｐａｒｔ１での手続き規則案、その他提出された事項、候補者について 

23：理事会  ２０２１年度寄付先及び寄付金額について 

           ２０２１年度園遊会会場について  移動例会の企画について  

福 井 

後藤 俊子 

（１９名） 

8/18：オンラインによる合同例会（福井嶺南・福井ゾンタクラブ） 

  ＊西川ひろこエリア 3デレクター、オンラインによるクラブ訪問 

     挨拶 「エリア 3つの目標・Ｚｏｎｔａ Ｓａｙｓ ＮＯ へのとりくみ」 

  ＊会員卓話：「強くて優しい国」  講師：稲田朋美会員（衆議院議員） 

      「ＬＧＢＴ法について」「ひとり親家庭向けの支援について」 

「地域女性活躍推進交付金について」 

「支援対象児童等見守り強化事業について」 他 

9月例会はコロナ禍対応のため休会 

奈 良 

奥田美智子 

（４２名）  

8/3： 理事・委員長会議 

    ＊常任・特別委員会の活動、事業報告 

      8月例会はお休み   

9/ 7：ＺＯＯＭ理事会 

    ＊地区大会に於ける審議事項及び次期役員 

選出の件 

9/21：「令和 3年度理系若手女性研究者奨励賞 

贈呈式」  

     奈良女子大学 人間文化総合科学研究科 

     生活工学共同専攻博士課程 城戸千晶様 

    9月例会（ZOOM） ゲスト：津森昌子様 

 ヒトデプロジェクトの歯ブラシセット贈呈 

＊9/11：このゆびとまれ子供食堂へ 

＊9/26：ルフフ子供食堂へ 

 

 

 

 

 

 

受賞の城戸千晶様 
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大 坂Ⅱ 

幡山 玲子 

（２３名） 

8/5 ： ＺＯＯＭ役員会 

8/12： ＺＯＯＭ例会 

    ＊地区大会関連諸議題について審議 

      規則案・予算案・審議事項について決議 

    ＊子ども食堂を行っている施設への寄付について協議 

9/2 ： ＺＯＯＭ役員会 

9/9 ： ＺＯＯＭ例会 

    ＊26 地区次期役員候補者投票について（会員の投票によりクラブ

の投票行動を決定） 

    ＊コロナ禍での 10 月以降の例会の開催場所及びイベントの開催に

ついて意見交換 他 

＊8月 15日 

土曜日の夕方「いっしに 

ごはん！食べナイト？」 

と云う活動を行っている 

ＮＰＯ法人西淀川子ども 

センターに寄付 

和歌山 

山下 慶子 

（１４名） 

9/4 ： 理事会 

     ＊例会開催について・地区大会審議事項についてなど検討 

19： 通常例会は新型コロナ感染状況を考慮し休会 

大 津 

辻野 紀子 

（４１名） 

8/26： 納涼例会は緊急事態宣言の為, 中止  

9/ 1： 理事会（ＺＯＯＭ）  

8： 例会 対面参加とＺＯＯＭのハイブリット方式で 

  ＊地区大会の審議事項・承認事項・選挙等の 

審議と決定  → 地区理事会に期日通りに 

提出  

＊12月 5日（日）予定 例年開催のＸｍａｓチ

ャリティーパーティー第 22回は中止 

   来春に向けて代替のイベントを模索 

＊10月 15日地区大会ｉｎ大津Ｐａｒｔ１ 

  会議は対面とオンラインで配信されるが 

  全員出席し、準備・参観・サポートする 

奈良万葉 

西井教代 

（１６名） 

8/ 4： 新例会会場（ＴＨＥ ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ）と打合せ  

（会長・副会長・会員委員長） 

26： 橿原市役所子育て支援課との面談 

（会長・副会長・アドボカシー委員） 

9/ 4： 9月例会 

14： チャリティーバザーについての会議 

（会長・副会長・財務委員長） 

＊故、神田加津代姉が正六位の叙勲を 

  受勲されました 

 

＊１２月１９日（土） Ｘｍａｓチャリティーバザ

ーを開催予定 

  於：ＴＨＥ ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 

金 沢 

鍬田 葵洸絵 

（３０名） 

8/18： 夜間例会中止（コロナ感染状況を考慮）  

9/10： 理事役員会（ＺＯＯＭ） 

     例会での協議事項打ち合わせ 

     第 14回エリアミーティングについて  

9/15： 例会（ZOOM） 西川ＡＤクラブ訪問 

    ＊キラキラスマイルプロジェクト（歯ブラシ寄贈）について 

    ＊地区大会の審議事項や当日のライブビューイング 

実施について    

 

＊8月 5日 

浅井会員第２子誕生！ 

福井嶺南 

桒名 哲次 

（５名） 

8/30： 例会 ＊こども食堂青空への寄贈について 

         ＊地区大会＝立候補者選出について 

9/ 7：こども食堂「青空」中村幸恵代表へ寄贈 

    ＳＴＡＦＦ用Ｔシャツ 15枚・マスク 3枚入り 50セットと 

    ヒトデプロジェクトよりの子供歯ブラシ 30セット 

福井 FINE 

松木海穂 

（２０名） 

8/4 ： 足羽学園・足羽更生園へ大型野外プール寄贈 

9： 役員会       

16： 例会 リモートで 

9/13： 理事会 

  20： 例会 Ｚクラブとの合同例会  

     ＳＤＧｓの勉強会 



Area3 newsletter no.8 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ホッとひと息！写真コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

AD活動報告 

8/ 1   ガバナー通信・エリア通信配信 

       地区大会審議事項等連絡配信 

8/18  福井ゾンタクラブ・福井嶺南ゾン

タクラブ合同例会参加（ＺＯＯＭ） 

8/24   地区理事会（ＺＯＯＭ） 

8/26   ガバナーからの Youtube 配信 

8/29  「アフガンの女性の状況に対する 

ゾンタの声明」 配信 

8/31  ガバナーよりの地区大会連絡配信 

9/ 1  地区大会選挙演説動画配信 

9/ 7   ゾンタニュース和訳版配信 

9/ 8   浅野副ガバナー、ＡＤ会議(ZOOM） 

9/14  地区理事会（ＺＯＯＭ） 

9/15   金沢ゾンタクラブ例会訪問(ZOOM） 

9/17  エリアミーティング DVD送付 

9/21  地区大会プログラム配信 

9/26  ガバナーからの Youtube配信 

9/30  地区理事会（ＺＯＯＭ）                                

“ 小さな幸せ見つけた ” 

おうち時間の暇つぶしに自然光と遊ぶ 

テーブルフォトなるものをやってみると 

幼い頃、おはじきで遊んだ記憶が走馬灯の 

ごとく蘇り心安らぐひと時となりました…。 

       photo by s.okamoto 

 

 

 ～～ ADより報告 ～～  

会員増強について 

９月８日に浅野万里子会員委員長様とエリアの会員維持に関するミーティングがありました 

（『会員維持』は、エリア３の２年間の目標の一つです） 

 

テーマ： ① 会員獲得、維持に向けての工夫  

② 「会員」に関連する課題 

③ 各エリアの「会員」に関する今後の見通し 

 

エリア３について、私が述べました内容をご報告します 

①工夫  

   ＊昨年、浅野会員委員長より、各クラブの会員増強の目標数を報告するように指示があった 

クラブの会員増強の目的数が明確になり、達成に向けてのモチベーションが上がった 

＊新入会員にメンターをつけておられるクラブがあり、会員維持に大変有効である 

＊新入会員に対してガイダンスをしたり、入会歓迎会をしているクラブも有る 

＊エリア３のエリアミーティングに於いて、浅野委員長に「新型コロナウイルス禍だからこその挑戦」 

と云うタイトルでワークショップをお願いし、ヒントやアドバイスをいただけた 

②課題と③見通し 

＊会員数の減少 

＊若い世代の会員の獲得 

     ゾンタの奨学制度の受賞者・Z クラブ＆GZ クラブのメンバーを将来の会員に 

     （和歌山クラブに、ＪＭＫ奨学生、伊藤真純さんが入会された） 

＊男性会員の勧誘 


